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令和５年３月 25 日発行 

                     発行 城端まちづくり協議会 

              城端交流センター 
               (城端庁舎内) 

TEL/FAX    0763-62-1066 

                                    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  jouhana.kmn@gmail.com 

TEL/FAX    0763-62-1066 

 本号で福祉健康部会,防犯安全部会ご報告します。 

(１) 福祉・健康部会 

 高齢者の訪問見守り活動(ケアネット活動)、合同サロン事業、敬老会事業等の

活動を継続するともに、健康体操、資源集団回収事業、ゴミステーションの設置・

改修支援、米寿・誕生祝記念事業等の活動を企画・運営しています。 

①ケアネット事業 「ケアネット活動」は、住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らせるまちづくり

をめざして推進している事業で、民生児童委員・地域福祉推進員を中心としたケア

ネットチームによる見守り活動、声掛け運動等を推進・実施しています。 

令和４年度は、城端地区 13 チーム,チーム員 26 名,延支援者 757 名,支援回数

3,235 回実施(4-12 月分,1-3 月未集計)しました。 

②ふれあい訪問 高齢者の見守り活動として粗品持参とケアネット活動の推進を図るため、ふれあ

い訪問を実施しました。一部、敬老会の代替事業として実施しました。 

対象は、75 才以上一人暮らし(95 人)と 75 才以上高齢者世帯(57 世帯)。 

 時期 配布物 

1 R4.8 (熱中症対策) マスク,水分補給用飲物,冷却タオル 

2 R4.12 (防寒対策) マスク,カイロ,入浴剤 

3 R5.1 ティッシュペーパー 

4 R5.2 ゴミ袋,手袋,マスク 

5 R5.3 花鉢 
 

③米寿・新生児 

記念事業 
米寿記念事業としては、対象者 33名に対し、南砺市からの感謝状に加え、額,記

念品配布と記念写真案内を行いました。内 11 名の方が記念写真撮影されました。 

新生児記念事業としては、対象２組の方に、バースデーカードの贈呈と記念写真

撮影の案内をお送りし、２名が記念写真撮影されました。 

④健康体操 

 
令和３年度から、地区内の高齢者が集まり､適度な運動や参加者同士の交流を通

して介護予防に取り組む「健康体操」(月２回,第２・第４火曜日,参加費：無料)を

開始しました。体操講師の指導の下、月２回の頻度で年間 24 回、６５歳以上の高

齢者の方を対象とし,年間約 600 名の方に参加いただきました。 

⑤資源集団回収事

業 

 

令和３年度から、資源ゴミの回収の促進、資源ゴミが出せない方々に地域の

方々の協力を得て資源回収を図ることを目的に、月１回の頻度で資源回収事業を

実施しました。 

回収物 アルミ缶、新聞・チラシ、雑誌、段ボール 

日時 毎月 第３日曜日 8時～11 時《 雨天決行 》 

場所 城端市民センター裏の車庫 

同事業により、年間約６万円の収益金が得られ、城端まちづくり協議会の収入と

「城端まちづくり協議会」だより 
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して福祉健康に関する事業など、有益に活用を図ります。 
⑥「認知症サポー

ター養成講座」 
11 月 13 日(日)、南砺市地域包括支援センターの担当の方

を講師に迎え、民生児童委員・地域福祉推進員 他 20 名が、

認知症の知識、寸劇、認知症の徘徊者捜索訓練についての講

座を受講しました。 

⑦ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ 

設置支援 
各町内からの申請に基づき、本年度は、ゴミステーションの新規設置の為の支援

(１町内)を行いました。 

⑧中止した事業 当初計画していた「城端地区敬老会」「合同サロン」「中学生と行う除雪ボラン

ティア事業」は、会場、降雪状況等の理由により中止としました。 

 

 

 

 南砺市により南町グラウンド線と東野下線の交差点(野下)

に、新規にカーブミラーを令和５年３月、設置していただきま

した。 

 カーブミラーは、あくまでも交差点等における安全確認のた

めの補助施設です。交差点手前で停止及び左右の目視により安全を確認しましょう！ 

 

 

 

 

四と拾のつく日に定期開催       

(開催日) ４月４日(火),１０日(月),１４日(金),２０日(木),２４日(月), ３０日(日) 

えびす駐車場にて開催(雨天時；山門下) 

    朝６時〜７時半(土日祝は８時まで)  

＊軽食やスイーツ、野菜果物、商店のイチオシ商品が並びます。 

 

 

 

 

 

【日 時】  令和５年４月１日(土)～９日（日） 

【場 所】  城端別院善徳寺・城端中心市街地一円 

【内 容】  灌仏式、雅城会 雅楽、ワンコイン大市、桜写真展(じょうはな座) 等 

※ 詳細はチラシを参照ください(城端しだれ桜まつり委員会(南砺市商工会 城端事務所)) 

城端まちづくり協議会では、城端街なか/周辺の「桜マップ」を作成しました。 

これを機会に城端の街なかを散策/桜巡りしてはいかがですか？ 

  

はじまります「朝市とうじん見世」来てくだはれ! 

城端「しだれ桜まつり」開催案内 ! 

カーブミラーの新規設置 
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(２) 防犯・安全部会 

防犯灯設置・改修補助、防災設備の整備をはじめ、自主防災訓練・防火訓練等地区の安

全に関する活動を企画・運営しています。 

①「南砺市防災アプ

リ」講習会 
「南砺市防災アプリ」講習会(参加者：11名)として、7 月 23 日(土)に南

砺市総務課防災危機管理係の方を招き、自分の携帯へのインストール、使

い方等の講習を行い、実際に通信訓練を行いました。 

②「自主避難訓練」 コロナ禍でも対応できる方法として、三密回避のため、９月４日(日)、

全町内「自宅待機方式」による自主避難訓練に変更して行いました。 

自主避難訓練の結果 

対象 1,714 名に対し、 安否確認率 ： 98.2 ％ 

           安否未確認率：  1.8 ％：31 名  でした。 

当初予定していた５町内の防火訓練(消火栓の取扱・放水訓練/消火器に

よる消火訓練)は、中止としました。 

③防災備品の稼働点

検 
自主避難訓練に合わせ、稼働点検が必要と思われた

照明器、小型発電機、テントの防災備品を点検し、特に

問題もなく稼働が確認されました。 

④風水害(強風・大雨・

浸水害)を想定した一

時避難所の開設・設営

訓練 

近年の台風などの強風・大雨による建物の損壊

などの局所的な災害や平成 20 年に被害を生じた

浸水害を対象に、数時間～最大 24 時間(一晩)避

難する一時避難所の開設・設営訓練を 10月 30 日

(日) 、城端勤労青少年ﾎｰﾑにて開催しました(参

加者：区長、防犯安全部員等２７名)。 

訓練として避難所開設準備訓練、避難者受入訓練、情報受伝達訓練、資

機材取扱訓練を行い、各町内の中での一時避難所の見直し・検討を行って

いただきました。 

⑤防犯灯設置 

・改修補助事業 
町内からの申請に基づき、防犯灯の LED 化改修の補助

として、年間で計 27 台対応しました。 

⑥「防災設備・備品」 

の整備事業 
住宅用火災警報器の設置促進事業として、各町内に事前

に購入希望を回覧し、城端方面団城端分団の 11月中旬の火

元調査に合わせて、63世帯、110 個を新規に整備しました。 

⑦カーブミラーの点

検・修繕(要望)事業 
城端地区内に設置されているカーブミラーにつき、各町

内からの要望を踏まえ、損傷の有無、適正な機能確認から

管理者と調整の上、２基の交換、新規 1基増設しました。 
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【福祉・健康部会】 
福祉健康－１ 「健康体操」の開催< 予定 > 

地区内の高齢者が集まり適度な運動や参加者同士の交流を通

して介護予防に取り組む「健康体操」は、体操の講師の指導の下、

月２回（第２火曜、第４火曜）の頻度で６５歳以上の高齢者の方

を対象としています。皆さんのご参加、お待ちしております(参加無料)。 

４月(予定)： ４月 11 日(火)  ４月 25 日(火) 
   10 時～11 時頃  

場   所： 城端庁舎 ２０２号室 

 ＊コロナの状況により変更する可能性があります 

福祉健康－２ 「資源集団回収事業」の開催< 予定 > 

資源ゴミの回収の促進、資源ゴミが出せない方々に地域の方々の協力を得

て資源回収を図ることを目的に、月１回の頻度で資源回収事業を実施してい

ます。 

回収物 アルミ缶、新聞・チラシ、雑誌、段ボール 

日時 毎月 第３日曜日 8 時～11 時《 雨天決行 》 

場所 城端市民センター裏の車庫 

次回 ： ４月 16日(日) 8 時～11 時 

 

 

 電話を利用した振り込め詐欺の一つで、身内や役所の担当者や銀行員等

になりすまして電話をかけ、後日訪問して金銭をだまし取ったりするもの

です。近年では、電話で資産状況などを探り、後日その家に強盗をはたら

く事件も発生しています。 

「おかしいな」と思ったら迷わず警察 に相談してください。 

 

 

 

城端まちづくり協議会では、より

多くの方への情報発信を行うた

め、毎月の広報誌「城端まちづ

くり協議会だより」の発行とホ

ームページ(Ｈ.Ｐ)からの情報発信に加え、 

ツイッターを開始しました。 

 フォローよろしくお願いいたします。 

今月の気になる用語：「アポ電詐欺」 

城端まちづくり協議会で「ツイッター」始めました 

城端まちづくり協議会 
ツイッターの QR コード 

今後の行事予定 


